高岡市ボランティアセンター登録一覧
令和2年2月17日
登録
№

グループ名

活動内容

2

高岡手話サークル雷鳥会

ろう者と交流し、理解を深め共に学習・交流する。

4

つるばみの会

毎月1回60分のオリジナルテープ「声のお便り」を作成し、約60名の視覚障害者に送付
広報誌3部「高岡社協だより」「高岡市議会だより」「高岡身障者だより」を音訳し、約70名の視覚障害者に送付。
利用者の希望する本・雑誌などを音訳する。

6

伏木地区ボランティアかたかごグ
ループ

・給食部 月２回高齢者（希望者）に手作り弁当を宅配。
・手芸部 物をいかした手芸作品を作成。
※作品を、町のイベントでも販売。収益金は、グループの活動資金や福祉事業に寄付をしている
・芸能部 福祉施設やし、町のイベントで踊りを披露し楽しんでいただく。
※児童・生徒に町に伝わる踊りを指導。「伏木港まつり」のイベントでは、婦人会や企業・小中高の生徒に踊りを披
露し、町おこしに寄付している。
・観光部 高岡市内、とくに伏木を中心に勝興寺・北前船資料館・万葉歴史館などを訪れる観光客に、見どころを案
内している。
※伏木駅に「伏木発鉄道ギャラリー」を設置し、伏木をPRしている。
・声のお便り部 福祉施設などに「伏木社協だより」「かたかご声のたより」のオリジナルテープを届けている。
・うたごえ部 福祉施設で歌を一緒に楽しんだり、地元のイベントに出演している。

8

富山県男女共同参画推進員高岡
連絡会

各小学校での「ミニ地区懇談会」開催

学習会等の開催

調査等

10 高岡市食生活改善推進協議会

生活習慣病予防や低栄養予防のための栄養改善講習会を各地区で開催等
食生活改善の係る栄養に関する研修及び大会の開催
食生活及び栄養に関する調査、研究
栄養の知識の普及、啓発事業

11 音訳ボランティアグループあかね

「市民と市政」を音訳
録音テープやＣＤをダビングして視覚障害者や中央図書館に届ける。
自主学習、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大会、研修会参加など

12 大師ヶ岳の会

雨晴苑での月１回のシーツ交換ならびに年中行事における奉仕活動
雨晴苑で民謡教室 月1回（第3水曜日）
雨晴苑でちぎり絵教室 月2回

15 ＥＶＡ

施設の訪問やイベントやボランティア活動等手伝い

・ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ資格を生かした病院外来受付、案内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの実施
・高齢者の憩いの場「ふれあいホーム」の開催。13地区14会場で実施。
ＪＡ高岡女性部助けあい組織萌ぎの ・会員を募るための「いきいきふれ愛セミナー」の開催
16
会
・会員相互のレベルアップ研修会の実施。
・手作り介護ベルトの作成、販売。
・JA高岡福祉事業「もえぎの里」でのボランティアの実施
18 いずみの会

「しきのホーム」の買物ツアーの介助（主に車椅子の介助)
「しきのホーム」のカラオケ教室の介助

19 すずらんの会

踊り、三味線、手品等での施設慰問

21 地域女性ネット高岡

環境保全活動の推進
バリアフリー地域社会づくりの推進
防災講座開催
エコライフを楽しむ市民の会高岡との連携活動
女性リーダー研修講座

23 富山・生と死を考える会

死別体験の悲しみ、病気等の悩みを語り合い、心のケアを行う。

25 観光ボランティアガイド保与の会

観光ガイド(瑞龍寺、利長墓所、大仏、公園,金屋町土蔵造りの町並み、など市内観光施設の案内）

26 はとの会

平成5年2月に会を結成して今年で26年になる。現在、会員.38名で全員65才～75才である。
施設に入居している高齢者の日々の過ごし方を見て、職員以外の人と触れ合うことの重要性を感じ、シーツ交換活
動の手伝いをする中で入所者の方との交流を始めた。
伏木地区の特別養護老人ホーム「雨晴苑」と「ふしき苑」において、シーツ交換をし入所者の方の環境改善のお手
伝いをしている。（毎月第1木曜、第2・4水曜午前9時半～12時まで、年間34回活動）
本団体は、以上の活動を通して得た体験を諸活動に活かし、地域の高齢者とも日々交流活動を行っている。
H25年12月民生改選に伴い、基本的に現民生児童委員はシーツ交換のボランティアに全員参加

28 野村公園愛護協力会

野村公園施設の除草・清掃や点検修理など

30 伏木赤十字奉仕団

・総会 ・定例会 ・献血奉仕 ・街頭募金 ・海浜パトロール ・ 他団体との交流会 ・一人暮らし高齢者訪問（年2回）
・一人暮らし高齢者との集い ・特老施設の除草、花植え ・地域行事、児童クラブ行事へ救護班派遣 ・会報「帆ばし
ら」発行 年3回 研修旅行

31 正派黎明会

施設で皆に親しまれている曲を琴で弾く

33 藤久会

・民踊を通しての健康づくりとイベント協力
・敬老会、施設の慰問
・校下別高齢者いきいきサロンに民踊で参加依頼、活気提供協力
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34 立野赤十字奉仕団

35

観光ガイドボランティアグループあ
いの風

1
2
3
4
5

特別養護老人ホーム香野苑での本読み、脳トレ遊び、唱歌、紙芝居、軽体操などの実施
地域老人慰安の手伝い
献血手伝い
災害時の炊き出し訓練
独居老人訪問

郷土の学習と観光ガイド並びにボランティア交流事業

36 伏木地区環境保健衛生協議会

地域の保健衛生活動、回収ゴミの分別指導、地域清掃活動年１２回
雑草地の草刈り（各自治会内）
新健康情報の検証と伝達研修会
海岸、林道のゴミ不法投棄パトロール

37 ふしき女性の会「鈴」

福祉施設での交流活動

38 高岡市ヘルスボランティア協議会

健康づくり事業（健康プラス教室、がん検診等への協力）
地域における健康づくり推進活動(歩こう会の企画・運営、健康教室の開催、がん検診啓発活動)

41 給食ボランティア野の花グループ

校下の独居老人宅へ月２回の配食ボランティア

42 華の会

民踊を通しての健康づくりとイベント協力

43 高岡ギターアンサンブル

ギター演奏によるイベント協力
福祉施設訪問（ファクトリー二塚、ふれあい福祉センター）
二塚小学校交流会
二上ふれあい交流館（クリスマス会）
二口公民館
串田公民館

47 渋川流剣詩舞道天蕙会

剣詩舞道を老健施設で披露する等の訪問活動

55 定塚公民館ばっちゃま劇団

毎週月曜日に定塚公民館にて練習
公民館での文化祭のほか、老人福祉施設、 保育園、 公共施設等で上演

59

公益社団法人スコーレ家庭教育振 収集ボランティア等を行う生涯学習団体
興協会 北陸スクール
講演会、母親講座

63 （公社）高岡青年会議所

明るく豊かな社会の実現をめざした講演、研修、地域開発活動

65 さわらび

特老施設でのシーツ交換
平成９年に愛称を「さわらび」と変更し現在に至る。２ｹ月に１回、年６回、３ｸﾞﾙｰﾌﾟに分
かれ、月８人で活動している。

66 高岡奇術愛好会

地域団体へのイベント協力や福祉施設への慰問等

68 ぐり～んうえ～ぶ

福祉施設への協賛活動、清掃活動、工場施設開放（体育館、グランド）

70 ひまわり

病院内の衛生材料作り、入院案内書外来しおりの組み合わせ作業、ミシン掛けなど

71 成美小学校ジュニア福祉活動員

校区内のいきいきサロン・ぴよママサロン参加、校区内のごみ拾い参加

74 Ｙ・Ｓ・Ｂグループ

空き缶拾い・道路清掃・海岸清掃等の環境美化活動
夏場の海岸、海水浴場周辺の清掃

78 町なみを考える藤グループ

鋳物資料館の解説ボランティアや緑地公園の清掃ボランティア
金屋町 町なみ等 観光ガイドボランティア

79 なでしこの会

済生会高岡病院外来者への案内、受付介助等のボランティア

84 地域活性化企画装置わをん本舗

各種イベントを企画したり、他団体等の事業に参加協力し、人との出会いを大切に、人づくり・街づくりを考え、高岡
市の活性化をはかる。

85 高岡市更生保護女性会

保護観察処分を受けた少年少女の更生をはかる目的とした「スポーツ&レクリエーション交流会」
（毎月1回）高岡市保護司会や高岡地区BBS会と連携して、参加しています。
犯罪や非行のない社会づくりを目指して、地域の関係諸団体に呼びかけ、ミニ集会や子育て支援活動に取り組んで
います。
更生保護施設「富山養得園」へ、日曜日の夕食を富山県下の更女会員が交代で届けています。
「あいサポート」活動として児童養護施設「高岡愛育園」の子ども達と交流しています。

86 りんどうの会

点字の学習、点訳本の作成、点字の普及活動

89 高岡ハートマジッククラブ

生涯学習として始めたマジックで福祉施設訪問を行う。

92 手話サークルアイビー

聴覚障害者と日常的な情報交換を行う。毎週火曜日

93 高岡おはなしの会

保育園、幼稚園、小学校、図書館、高齢者いきいきサロン等でおはなし会の出前活動。

94 いのちを考える“とんぼの会”

鳳鳴苑にて介助・介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
研修会の開催(いのちについての研修及び介護スキル向上研修)

97 保育ボランティア託児室くれよん

講座講演会時の集団保育、おもちゃの図書館にて育児相談等（おもちゃの整理、消毒、壁面装飾作り等）
毎月第二土曜日障害を持つ家族同士のため時間を設ける「ふれあいデー」（おもちゃの図書館にて）

99 伏木写友会

写真の技術を活かして、伏木の町おこしに活用
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102 いろりの会

高岡市民病院外来者の受付、案内介助等のボランティア

103 うしお新舞踊研究会

おどりを通して高齢者とふれあい、共に楽しむ。

104 髪究舗グループ

アタマジラミの早期発見と処置及び衛生啓蒙活動

107 高翔会

調査・研究及び学習を行い、女性の地位向上に資する
高岡市国際交流協会において「食の文化」として巻寿司を外国人と楽しむ、講演会等企画し、公開講座を開催して
一般の方と共に学ぶ。

110 NPO法人大空へ飛べ

毎月１～２回の練習会、病院や老人福祉施設への慰問コンサート、うたごえ祭典などへの参加、出演依頼のあったイ
ベントへの参加。

111 高岡地区ＢＢＳ会

罪を犯した少年・少女たちに、兄姉のように接し手助けをする。

112 高岡らっこの会

”赤ちゃんと絵本を読む楽しさ”を伝え、子育て支援を行う。
絵本を読み聞かせをし、絵本1冊や子育て支援情報、図書館情報の入ったブックスタートパック（布袋）を高岡市の
全ての赤ちゃんにプレゼントする。
「こども読書の日」保育園などへ大型絵本読み聞かせの出前。（毎年）
「らっこクラブ」として未就学園児の親子に読み聞かせ等を行っている。

114 人形劇団どんぐりコロコロ

人形劇を通して、子供や老人に楽しい想い出を提供 人形劇、エプロンシアター、お話、パネルシアター、腹話術、手
遊び、手作り工作

115 日本語ボランティアひまわり

日本語教育を通じて、外国人との国際交流を目指す。

116 茶道「清風の会」

市主催行事で茶席担当、文化庁委託事業、伝統文化茶道親子体験教室

117 ボランティア西条

老健施設やすらぎで週１回シーツ交換と行事ボランティア
・「やすらぎ」の行事で「お花見外出」「お買い物ツアー」の外出介助ボランティアや、「運動会」「やすらぎ祭」などの
介助ボランティア、「ひなまつりの茶会」には抹茶をたてるなど手伝っている。

119 みんなの会

社会福祉施設の行事参加や障害者への支援活動（車椅子の清掃とメンテナンス）
行政への協力(朗唱の会などでの、あっかりボランティア）

120

ネットワークアシストたかおか（ＮＰ
Ｏ）

地域情報化支援事業 おさらい講習の実施・技術支援・普及活動

121 わらべの会

豊かな心を育む‘母の声’で読み聞かせ運動
・高岡市子育て支援センター(セリオ８階）毎月１回
・川原保育園(子育てサロン）各月１回

122 ザ・あんぽんたん

各種演芸（舞踊、歌謡、マジック、太鼓ほか）で、老人福祉施設や公民館などへ出前慰問活動

123 やまたちばな

観光ボランティア活動を通じて高岡の伝統文化・歴史・自然などを多くの人々に紹介する。
歴史的文化遺産である高岡市古城公園、高岡大仏を主にガイド活動をしている。
万葉朗唱の会・高岡なべまつり・高岡さくらまつり…協力

124 こしじ点の会

点字を通して視覚障害者への福祉活動（依頼文章等の点訳及び墨訳、点字指導、点字図書の作成等）

高岡市民会館ホールサポーターの
129
会「パープル」

①市民会館自主事業補助（入場整理、入場券のもぎり及び客席案内・監視など）
②催事企画・運営（サロンコンサート・ミニギャラリー）
③定例会及び会員研修会
④市民会館の運営補助

132 長月の会

障害児の介助、病院のサポート、福祉施設サポート

133 おもちゃ病院ぺんぎん

おもちゃの病院を開き、持ち込まれた玩具の故障診断や修理を行う。

134 まごのてぐるーぷ

複数のグループホームで定期的に「カラオケ出前活動」を行っている。

138 とまとの会

老健施設「やすらぎ」で作業訓練（手芸教室）の手伝い

141 高岡西部地区手話サークルあおい 聴覚障害者の社会参加、情報提供。聴覚障害者と交流しながら手話を学ぶ。
142 アロマセラピークラブ香舎

ハーフﾞを使用してクラフト作りや芳香浴でリラクゼーションを図る。

144 病院ボランティアすずらん

①高岡市民病院の受付ボランティア（車椅子介助、再診機の手伝い、診療科の受付へ誘導、電話取次ぎ、初診票の
手伝い等）
②入院病棟でのボランティア活動（マジックショー、歌、紙芝居、軽体操、津軽三味線等）
③公開講座、出前講座、市民企画講座等を実施し、一般市民と共に学んでいる。

146 リンベル

ミュージックベル演奏による福祉施設等への慰問。
高齢者の福祉施設の夏祭り、文化祭りなど、ボランティア参加。
男女平等推進センター、ボランティア広場等のイベント参加。
地域のイベントに参加(婦人会、老人会、いきいきサロン等)。
先進グループ・団体などとの交流で「リンベル」の資質向上を図る。

障害者地域生活支援・交流グルー
プよっといで
富山県立高岡工芸高等学校生活
148
研究
147

150

・おしゃべりサロン＜よっといで＞
・障がいを持つ家族のことで悩んでいる人達の座談会
夏休み等の期間にボランティアを希望する生徒に活動させたい

障害者（児）生活支援グループ 朋 月例親子学習会、集中学習会、親睦会
の会
・月例ボッチャ練習会…月1回（第3日曜日）のボッチャ練習への介助、大会観戦、親睦のための交流会
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154 ちとせグループ

リズム体操・ソーラン・民謡・舞踊を基本の練習と活動（高齢者施設慰問）

156 日本車椅子レクダンス協会

車椅子使用者・介護者に踊りの指導とレクリエーションの実施。
・大江苑
交流会 1回/月 小杉町
・我家
交流会 1回/月 氷見市
・高岡社協
交流会 1回/隔月 高岡市
・ほかに2～3回/年間の交流会（こまどり支援学校・鶴寿苑＝氷見市）
・毎年「高岡市ボランティアひろば」に参加 体験コーナー

157 弥栄節保存会

郷土民謡「弥栄節」をなくさないように各校や一般講習会での指導・ＰＲ活動

159 なごみ会

軽い体操・室内ゲーム・ケーキ作り・野外見学など

160

「万葉集全２０巻朗唱の会」にいざ
なう会

ＪＣＨＯ高岡ふしき病院ボランティア
161
グループ

162

戸出東部「子ども安全パトロール」
ボランティア

167 中田福祉活動会

「万葉集全２０巻朗唱の会」のボランティア企画・運営・受付･進行など
社会保険高岡病院の再来機カード受付のサポート、院内の案内、車椅子の介助等
少しの時間でも、来患者さんの話し相手になってあげる。
優しい気持ちを忘れずに～
・車で戸出地区のパトロールを月2回実施する
・緊急時の登下校時に、自宅近くの通学路で子供を見守る。
・通常の登下校時に、自宅近くの通学路で子供を見守る。
済生会病院中央材料室でガーゼたたみ｡長生寮夏まつり、文化祭の介助など
今は私達も高齢化になり病院でのガーゼたたみのみをしています。

高齢者、障害者の生活支援（掃除・修理・送迎）
イベントの参加（富山県芸術文化祭、高岡市なべ祭り、七夕祭り、燈火の路、瑞龍寺ライトアップ、富山マラソンの応
援等）
子育て支援サークル「ちゃいるどクラ 子育てサロンと情報交換や子育て相談を毎月4会場で行なっている。
170
ブ」
年に数回講演会や学習会も実施している。
169 Ｆｕｊｉ

171 ポップコ－ンキッズ
173

富山県立志貴野高等学校ボラン
ティア部

地域の子どもたちに、よさこいソーランを教え、地域のイベントに参加協力
社会福祉施設訪問、交流活動

176 友愛お便りクラブ

独り暮し老人への年賀状・手紙の代筆と、年賀状や暑中見舞葉書を届ける

177 幸謡会

日本民謡を中心に施設訪問
福岡町のイベント出演(リバーサイドフェスタ、つくりもん祭りなど）

178 小矢部川に学ぶ会

河川環境の調査・研究、児童・生徒のための自然観察会の開催

182 福岡豊笑会

民踊により老人ホーム等の施設訪問
おさらい会（会での発表会),発表会(福岡町での芸能祭り)
ボランティア参加
こぶし荘 生きがい倶楽部

185 福岡町赤十字奉仕団

老人福祉施設慰問・シーツ交換、縫製作業、小学校新入生への交通安全マスコット作り、災害時の炊き出し訓練、献
血応援、社費募集、たすけあい義援金募集、一人暮らし高齢者慰問、福祉作業所慰問、老人保健施設へのコーラス
慰問等

188 コスモス会

老人福祉施設など高齢者と、大正琴を通して楽しく交流

福岡子育て支援センター子育てｻ
191
ﾎﾟｰﾀｰ「ふくっこ」

子育て支援センターのサポート
・福岡子育て支援センターに来所する乳幼児の遊び相手や育児に関することを保護者へアドバイスを行う。
・子育て支援センターが行う身体測定やリトミック教室などの育児教室に参加する親子のｻﾎﾟｰﾄや託児などを行う。

192 朗読：夢の会

小学校(病院・老人施設・介護施設等)での図書の朗読
富山型デイサービス「ふく福」での朗読と体操

193 花輪の会ＭＯＡ山月

環境美化活動：施設でのお花の生け込み、入所者の生け花教室指導
・特別養護老人ホーム アルテン赤丸 花のいけこみ 週１回
・
〃
いけばな教室での指導 月1回
・福岡小学校支援学級で年5回 花一輪の会

194 緒の会
196 仲良しサロン

197 ひまわり一座

199 もみじの会
201 買物くらし応援団（ＮＰＯ）

日常は趣味の踊り教室
各種イベント参加・伝統民間舞踊での施設訪問活動
地域で支え合い、地域福祉について理解を深める
ふれあいいきいきサロン活動（独り暮し老人の閉じこもり予防）
富山県内の福祉センター、老人ホーム、病院、幼稚園等を慰問
生きがい作りに励んでおります。
生涯学習センターにも協力しております。
生きがいサロンにも協力しています。
福岡町町内の７０歳以上の独り暮らし高齢者に対して、春と秋の年２回（３月と９月）、おはぎを手作りし、配布してい
る。
買物に不自由している独居者、高齢者、体の不自由な人への買物代行
会員は、高岡地区 １４０名 新湊地区 ４５名

204 福岡読み聞かせグループ

子どもたちにお話しを聞く楽しさを伝えたり、紙芝居をする。

205 ぐりとぐらの会

楽しい遊びを考えてこどもたちと遊ぶ。
必要とする人や団体の活動（障がい者の人たちの活動、震災支援活動）へ、できることを協力します。環境保護のた
めの活動をします

高岡市ボランティアセンター登録一覧
206 あしつきふれあいの郷ボランティア

作業 行事 レクリエーション

207 高岡フラワーライオンズクラブ

青少年健全育成、保健社会福祉、環境保全美化の活動を高岡市民と地域に対して行う。
青少年健全育成・・・チャリティ・ジャズコンサート、瑞龍寺ライトアップ

209 いけばなボランティア「桜」華の会

勝興寺、市内病院、高齢者施設、ウィング・ウィング高岡でのいけばな指導・展示を行う。

210 ＭＯＡ高岡健康推進の会

（医）玉川会金沢クリニックと連携しながら、統合医療として３つの健康法（元気になる食事法、美術文化法、生体エ
ネルギー療法）の研究推進、MOA自然農法、食育ｾﾐﾅｰ、料理教室、講演会、児童作品展、生け花、青少年の教育に
取り組むと共に、資格制度をもってボランティア人材の育成に取り組んでいます。

211 オカリナサウンズ「かたかご」

オカリナの演奏活動を通じて、地域社会及び地域住民に密着したボランティア活動を行う。
あゆみ、林照寺、りらいあんす等々ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとしてオカリナ演奏他手品、ゲーム等で活動している。

213 カトレア会

大正琴の演奏活動を通じて、地域活動を行う。

214

特定非営利活動法人
森のむささび

地域交流事業 クラブ活動 秋祭り 等

・環境の保全
・社会教育の推進
・農村漁村又は中山間地域の振興

215 オカリナサークルエーデルワイス

オカリナの演奏活動を通じて、福祉施設等でのボランティア活動を行う。

218 豊友会

高岡民謡の保存、育成、普及活動を通して、福祉施設、病院、各種イベントにてボランティア活動を行う
米国留学生(高校生)ｸﾞﾙｰﾌﾟに高岡民謡、唄、三味線、踊りを指導し、お別れ会で発表する
ホームステイし、生徒を預かる。

219 二胡・中国茶同好会

二胡の演奏や中国茶を楽しむ等のイベントを福祉施設で行います。

220

221

福岡観光ボランティアグループさく
らの会

学習会、研修会の開催。観光の案内及び説明

ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・みち・
まち

男女共同参画の地域防災推進に取り組み、連合自治会や単体自治会、自主防災組織の支援活動を進めている。ま
た子どもたちに「女性差別撤廃条約」をわかりやすく伝え、自信を持って自分らしさを大切に得意分野を活かしてい
きいきと生きていくことを応援する「セダウミブック」を作成し、ワークショップを展開してたいと考えている。この取り組
みは次世代の男女共同参画の地域社会づくりににもつながる。自転車も活用できる環境・健康に良い持続可能な
交通システム・まちづくりの推進にも10年前から着手している。

223 ハーモニックやまぼうし

福祉施設等からの要望に応じて慰問活動

224 津軽三味線高岡訓若会

芸能による施設訪問等

225 唄舞倶楽部

芸能による施設訪問等

226 おもてなしグループ さくらG

高岡公共施設での案内、イベント協力
「夕日の像」の子ども達の夏・冬の衣装制作

227 高岡市日中友好協会

日本と中国の友好交流活動を推進し、外国人との共生に係わるボランティア活動を行う

228 環の会

※例会（隔月）…会員相互の情報交換や研修（得た情報を地域に還元する）
※川のすこやかさ調べ…小学校及び地域住民と共に調査（自然に触れ郷土への理解を深める）
※富山県及び高岡市との連携…親子での環境教室の実施（環境教育の普及）
※研修会…地域・企業訪問による自己研修

230 Ｊａｍﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞぴぃ～す

NPO法人Ｊａｍへの協賛活動、地域のみなさまと楽しめるイベント企画。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流会にも参加しています。

231 サーちゃ一座

福祉センター、高齢者施設、地域への催し物等、歌や踊りでの訪問活動。

232 能元流 ほほえみ

健康体操を創作し、大勢の方々に喜んで頂くこと。いきいきサロン、敬老会等参加

233 いきいき脳トレクラブ

①例会・研修会を通じて会員自身のためにも、会員家族のためにも認知症を予防する。
②高齢者の加齢にともなう脳機能の低下を脳トレ問題等に取り組むことで緩やかにし脳の活性化をすすめて認知
症の予防活動を行う
③地域のいきいきサロンや老人クラブのほか地域包括支援センターと連携し活動する
④認知症やMCI経度認知障害の早期発見、早期対応が大切なことを周知化し啓蒙する

235 富山日伯交流友の会

日本・ブラジル両国の相互理解を深め安全で暮らしやすい地域づくりに貢献する
（1)情報交換事業
(2）支援事業
(3)交流事業

237 中保民謡会

各施設慰問
高岡民謡、全国民謡、津軽民謡など唄・三味線・太鼓などの演奏披露をしております。

238 ALECE高岡

外国人中学生を対象とした学習支援教室を実施 外国人の保護者を対象に進学説明会を開催

243 ぷれジョブたかおか

障がいのある児童・生徒が生活の場である地域の商店や企業でボランティア支援のもと、週1回、1時間ほど仕事体
験を同じ場所で6か月行う。

244 キャロットの会

ギター・ハーモニカ演奏で老人福祉施設へ慰問。いきいきサロン、敬老会へ参加協力。学童保育、保育園への協力。

245 とやまさくら守の会 高岡地区

観桜会（サクラの解説会）の実施
サクラの名所の案内・解説（県選定７０選）
サクラの保護育成技術の習得
サクラ開花情報の提供」（千保川堤・城山公園ほか）

高岡市ボランティアセンター登録一覧
250 バルーンアートつくるんズ

バルーンアート作り
老人福祉施設や幼児施設等の慰問

251 二胡＆マンドリンシスターズ

二胡とマンドリンの合奏による演奏活動を推進する。

252 伏木地域総合福祉活動委員会

伏木住民の要援護者情報やニーズを各福祉活動員が把握に努める。
部会やケース検討委員会に図り、地域に関係機関及び関係団体と共に適切な福祉援護を実施する。また、日々各地
区でやれる福祉助力をして、部会で情報交換する。その他、1年に数回研修会を実施。平成5年3月からは毎月第1
水曜日に雨晴苑・伏木苑でのシーツボランティア活動を行っている。伏木地区に福祉の情報を発信するため、福祉
活動員が中心になり「ふしき社協だより」を年2回発行している。（ふれあいいきいきサロン・ケアネット情報等）

253 民舞踊豊之会

プロを養成する団体ではなく、生涯学習としての民舞踊の普及
福祉施設、医療機関等へのボランティア慰問

255 まちなか元気案内人

これまでの知識や経験・人脈等を最大限に生かし、観光案内やまちなかの清掃及びイベント支援等に取り組み、一
人一人が打ち込めるまちづくり活動を展開する事で、市街地活性化に寄与する。

257 なでしこ会

家族が日頃の思いを語り合い、心の軽減する事により、うつ病やうつ状態の当事者と家族の療養環境の向上に寄与
する事を目的に各事業を行う。
①啓発・広報②相談（ﾋﾟｱ・ｶｳﾝｾﾗｰ）③家族交流会④研修会を行っている

258 高岡市鍼灸マッサージ師会

イベントに参加し、鍼灸マッサージ無料相談会、マッサージボランティアを行っている。

259 アロマボランティアあんだんて

アロマの優しい香りが広がる中での、ハンド・フットマッサージ、ベットサイド朗読、ストレッチ指導、オカリナ演奏、おり
がみ等の活動を行っている。

260 森の子くらぶ

福祉施設利用者とのふれあい、通院・買い物・お祭り等の付添い、食事やお菓子作り等を行っている。

261 ＥＧＧ

英国人講師による英語指導。市内を英語で案内する英語ガイド実習等を行っている。

262 ロシア語ボランティアグループ

ロシア人講師によるロシア語指導、ロシア語によるガイド指導、要請があった場合ロシア語で高岡市内案内、市民病
院での退院手続きの手伝いを行っている。

264 ドレミの会

キーボードを使った音楽活動を通して人々に触れ合い、和み、癒しを提供する。

266 成美校下守ろう隊

成美小学校児童の登下校の見守り活動や、青パトによる校下一円の巡回パトロール（月２回）を行う。

268 ホーウルウルの森 実行委員会

イベント『みんなのマーケット&ショップ・ホーウルウルの森』年1回

269 東五位しあわせ花壇

東五位地域の住民が実施団体となり、植栽帯の美化及び歩道の清掃等の活動を行う。

270 野村地区環境保健衛生協議会

いわせの通り他美化活動、環境美化パトロール実施、がん検診受診の奨励、協力、校下健康づくり
懇話会、健康ウォーキング、二上山特別清掃ほか市主催特別清掃及び美化活動に参加

271 傾聴ボランティア「ぬくもり高岡」

老人施設を訪問して、高齢者や障害者などの話しに耳を傾けて話し相手をする傾聴活動をする。

272 高岡西ロータリークラブ

①高岡愛育園、新生苑の方と一緒に「かたかご植栽とりんご狩り」事業
②高岡愛育園園児招待ピクニックサービス
③高岡古城公園ゴミゼロプロジェクト
④高岡ねがいみち駅伝給水所設置

273 特定非営利法人富山県防災士会

県内における自主防災課活動として、学校や各種団体への防災講座、学校防災アドバイザーとして避難訓練等助
言の活動を行っている。

274 イ・レガーミ

老人福祉施設への演奏慰問、老人会、敬老会や地域納涼祭、JAイベント等への演奏出演をしている。※名称は、イ
タリア語で「絆」という意味

276 高岡アラートライオンズクラブ

広く災害に対する支援及び地域活動に対する奉仕活動を行う。

277 医療生協高岡支部「虹のまち」

各地区で認知症予防のため「脳いきいき教室」「生活習慣病予防体操・笑ヨガ」などの紹介、開催をしている。また、
地域のイベントでの健康チェック、健康相談などを行っている。

278 ふしき夢人

勝興寺をはじめとした、伏木近辺をより多くの方々に知っていただけるような活動をしている。

279 トークサロン エンジェル会

日常生活の中の問題や悩みを感じ、話し合うことにより、心が軽くなって頂くことを目的とした活動を行っている。

280 音楽グループかがやき

いろいろな楽器による合奏で、福祉施設への慰問やイベント参加などの活動を行っている。

281 二上山の自然を守る会

二上山万葉ラインの樹木の伐採や除草、清掃活動を行っている。

283 JA高岡女性部ボランティアグループ
284 男岩松保存会

地域の元気な高齢者が集まる各地区の「ふれあいホーム」の活動運営、JA高岡福祉事業施設もえぎの里での健康
づくり活動をしている。
伏木国分海岸で漂着ゴミの清掃を常時行っている。また、男岩の松など植物の手入れや後継樹の植林を行ってい
る。

285 下黒田子供見守りの隊の会

地域児童の登下校時に黒田新町交差点での見守り活動を毎週金曜日に行なっている。

286 高岡マジックサークル

福祉施設や保育園、ふれあいサロンなどに出向き、マジックや越中万葉玉すだれを披露する活動を行っている。

288 小栗小児科子育てクラブ

孤立しがちな乳児期の子育て中の母親が、子育てに必要な知識や関わりについて学び、意見を交換するなど、交流
を図ることができるよう、また、仲間づくりができるよう支援をしている。

289 立野地区こども安全パトロール隊

学校指定の通学路での危険が予測される交差点等における見守りを実践している。

290 高岡西高校ＪＲＣ部

地域の福祉施設の訪問や清掃など、各種ボランティアに参加し、地域の方々との交流を大切にしている。
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291 美しいまちづくり高岡市民連絡会議

地域の良好な生活環境の保全及び美化に関する活動（空き缶、吸い殻等の回収及び公園、空き地等の除草や、道
路、側溝、地下活動の清掃）をしている。

292 高岡城峰会

民謡や踊り、三味線、尺八、胡弓、太鼓などの楽器演奏での施設慰問をしている。

293 横田校下健康づくり推進懇話会

地域住民が健康で生き生きと暮らせる「地域ぐるみで取り組む健康づくり活動」を推進している。

294 ＡＳＩＡ（エイジア）

個人や団体への慰問演奏（二胡など）をしている。

296 コーラス苺の会

福祉施設への慰問活動をしている。

297 ダンシング・ハーツ・サウザンズ

ダンスを通して地域活動に協力し、ダンスの向上を目指している。障害者施設やデイサービスへの慰問。高岡市や施
設のイベント等にも参加している。

298 グリーンサポート十夢草野の会

二上万葉植物園内で草刈り、枝打ち、清掃、植樹などの活動や二上学び交流館で自然解説を児童、保護者に行
なっている。

299 押川一座

オカリナ・民謡太鼓・横笛・ハーモニカ演奏を地区のイベントや老人施設等で行う

300 高岡ギターアンサンブル輝

クラシックギターアンサンブル（合奏）による、老人福祉施設への慰問活動、いきいきサロンの支援

301 中田もえぎの会

地域住民の健康推進や高齢者支援及び地域の食材を使った料理の普及を行っている。

302 菊榮会

日本舞踊を披露して、地域や福祉施設等で、ふれあい交流する活動を行っている。

303 笑いヨガ「ＭＡＹＯＫＯ」

笑いヨガを通して、いきいきサロンやグループホーム等に笑顔と元気を届ける活動をしている。

304 福岡いきいき脳トレクラブ

高齢者を対象とした脳トレーニングや健やか体操を実施し、加齢に伴う脳機能の低下を穏やかにし、高齢者の認知
症予防や介護予防、生きがいづくりを目的に活動している。

305 NPO法人生命の貯蓄体操

健康と体力づくりのため、貯蓄体操を知っていただき、疾病予防と健康増進に寄与する。

306 上野ミュージック・ステーション

６人グループで歌・演奏を行い、イベント協力や福祉施設訪問を行う。

307 アート＆クラフト

美術作品や手芸作品の創作活動を通じて、心の解放、認知症の予防、他者とのコミュニケーションを図る。

308

公益社団法人 認知症の人と家族
の会富山県支部

認知症の人と介護家族の①集い、②電話相談、③会報活動、認知症の正しい理解など啓発活動を行うほか、認知
症カフェも開催している。

309 SUGET

福岡町等における伝統工芸品菅笠づくりの維持・存続にかかる地域課題に対し、様々な支援活動を行い地域文化
の育成と向上に資する。

311 ＳＯＧＯ

森林の下草刈り等の整備活動や、福岡町沢川地区における２つのフィールドにおける整備活動を行っている。

312 全国PHP友の会高岡

養護施設、日本赤十字社等への寄付活動のほか、海岸・公園の清掃活動、古切手収集等を行う。

313 高岡圏域放課後等デイネットワーク 高岡圏域の障害福祉の支援網に繋がっていない障害児及び親を中心にした療育相談等の支援活動を行う。
314 懐メロミュージックフレンド

老人施設・福祉センター等で生バンド演奏をして懐かしい歌謡曲を歌う等のボランティア活動を行う。

315 スマイルハート

介護レクリエーション（バルーンアート、模様折り紙、手作りゲーム等）でみなさんに笑顔をお届けする活動を行ってい
る。

316 クローバー会

出会いに関する相談やアドバイスを行い、また希望される相手の条件を聞くなどし、お引き合わせを行う活動を行っ
ている。

317 春乃会

老人施設、福祉施設などで、歌、踊り、マジックなどを披露する活動を行っている。

318 五感でつくる温もりアート.ココロ

アートセラピーの持つ力を活かし、臨床美術士と創作活動を行うことにより、心が解放され生きる意欲と喜びを感じ、
健康で心豊かな人生を歩むための手助けをする活動を行っています。

319 二胡倶楽部 胡蝶

様々なジャンルの曲を演奏し、楽器の説明をすることで多くの人に二胡や揚琴（中国琴）を知ってもらう活動。

320 いいとも一座

老人福祉施設などで、劇やふえ、踊りなどを披露する活動を行っている。

321 たかおか観光ガイド連絡協議会

高岡の歴史文化に対する理解を深め、高岡の良さを啓蒙するため、ガイドの知識及び案内技術の向上やグループ
の連携強化を図ることにより、地域観光振興に寄与する活動を行っている。

322 とやま発達障がい親の会

発達に凸凹がある子供を持つ親の会です。ほぼ月に1回の活動を通し、お互いにいろいろ話しながら情報交換した
り、学んだりしております。お子さんもご家族も笑顔でいられるような活動を目指しています。

323 楽笑会福岡

健康マージャンの普及と参加者の健康維持を図っていくことを目的に活動を行っている。

324 千保川クルーズ実行委員会

千保川を”川と親しみ、川を楽しむ”空間に再生するための方策を、実践的行動を通じて考える事を目的とする活動
を行っている。

325 西五位おたっしゃクラブ

高齢者の皆さんに、脳トレや体操等を実施し、認知症予防・介護予防に取り組む活動を行っている。

326 華舞踊会

高齢者の皆さんに、脳トレや体操等を実施し、認知症予防・介護予防に取り組む活動を行っている。

327 オリーブの会

グループカウンセリングやピアカウンセリングを用いて、自分の問題を自分自身で解決するように支援する活動を
行っている。

328 ハッピィーカフェ

劇や音楽、歌など高齢者または子育て中のママさん達の心をうるおし、元気になっていただけるように、ニーズに合わ
せて活動を行っている。

合計 202

合計 202
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